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 （注）１．※当社は、潜在株式がありませんので、数値を記載しておりません。 

    ２．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては、記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第84期

第２四半期 
累計期間 

第85期
第２四半期 
累計期間 

第84期
第２四半期 
会計期間 

第85期 
第２四半期 
会計期間 

第84期

会計期間 

自平成21年
６月１日 

至平成21年 
11月30日 

自平成22年
６月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成21年
９月１日 

至平成21年 
11月30日 

自平成22年 
９月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成21年
６月１日 

至平成22年 
５月31日 

売上高（千円）  12,215,997  11,260,675  5,759,601  6,131,463  22,423,110

経常利益（千円）  1,238,706  1,055,640  485,989  548,475  1,881,098

四半期（当期）純利益（千円）  701,226  567,709  262,991  317,375  1,004,590

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －  －  －

資本金（千円） － －  1,150,000  1,150,000  1,150,000

発行済株式総数（千株） － －  19,164  19,164  19,164

純資産額（千円） － －  17,176,958  17,532,279  17,308,847

総資産額（千円） － －  23,530,305  23,781,182  23,096,416

１株当たり純資産額（円） － －  896.99  915.58  903.91

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 36.62  29.65  13.73  16.57  52.46

※潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

１株当たり配当額（円）  15.00  10.00  15.00  10.00  30.00

自己資本比率（％） － －  73.00  73.72  74.94

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 2,212,893  1,325,819 － －  4,254,419

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 37,378  △127,520 － －  △691,074

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △2,287,291  △288,098 － －  △2,575,898

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  844,392  2,779,058  1,868,858

従業員数（人） － －  377  366  378
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 当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（人材会社からの派遣社員を含む）は、当第２四半期会計期間の

平均人員を［ ］内に外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年11月30日現在

従業員数（人）     366     ［126］    

2011/01/14 9:28:3710697046_第２四半期報告書_20110114092808

- 2 -



  当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につい

てはセグメント別に代えて品種別に示しております。  

(1）生産実績 

 当第２四半期会計期間の生産実績を品種別に示すと下表のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．上記の生産実績には、協力工場よりの製品の仕入高が以下のとおり含まれています。 

(2）受注の状況 

 当第２四半期会計期間における品種別の受注状況は次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価額で表示しております。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

品種別 
当第２四半期会計期間
（22.９～22.11） 
金額（千円） 

  
 前年同四半期比（％） 

  

自動調節弁   2,069,456  110.2

バタフライ弁  2,006,720  113.4

遠隔操作装置  1,706,758  96.5

計  5,782,934  106.8

当第２四半期会計期間
（22.９～22.11）（千円） 

前年同四半期比（％）

 2,092,994  119.2

品種別 

当第２四半期会計
期間 
（22.９～22.11） 
受注高（千円） 

前年同四半期比 
（％）  

  

当第２四半期会計
期間末（22.11） 
受注残高（千円） 

 前年同四半期比
（％）  

自動調節弁   1,764,133  92.9  4,119,283  84.8

バタフライ弁  1,155,860  75.6  7,170,287  88.7

遠隔操作装置  1,312,835  84.0  5,570,350  78.0

計  4,232,828  84.8  16,859,920  83.9

2011/01/14 9:28:3710697046_第２四半期報告書_20110114092808

- 3 -



(3）販売実績 

 当第２四半期会計期間の販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

 当社の製品は直接販売（メーカーへの直納）が主でありますが、一部は商社を通しても販売しております。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．当第２四半期会計期間の主要な輸出先、輸出高及び輸出比率は次のとおりであります。 

また、（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

３．前第２四半期会計期間及び当第２四半期会計期間の主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する比率

は次のとおりであります。 

  

品種別 
当第２四半期会計期間
（22.９～22.11） 
販売高（千円） 

前年同四半期比（％） 販売構成比（％）

自動調節弁  2,194,946  109.9  35.8

バタフライ弁  2,121,723  112.5  34.6

遠隔操作装置  1,814,794  96.7  29.6

計  6,131,463  106.5  100.0

輸出先 

前第２四半期会計期間
（21.９～21.11） 

当第２四半期会計期間
（22.９～22.11） 

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

中国（香港）  772,844  67.4  822,468  69.8

韓国  325,320  28.4  194,838  16.5

台湾   509  0.0  18,744  1.6

その他  47,578  4.2  143,006  12.1

計 
 

 ( 19.90％）

1,146,253
 100.0

 

 (  ％）

1,179,056

19.23
 100.0

相手先 

前第２四半期会計期間
（21.９～21.11） 

当第２四半期会計期間
（22.９～22.11） 

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

康立発展有限公司  747,720  13.0  727,603  11.9

三菱重工業㈱  584,407  10.2  695,637  11.4
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  当第２四半期会計期間において、新たに事業等のリスクの発生、また、前事業年度の有価証券報告書に記載した 

事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

  

 当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

  

(1）業績の状況 

  当第２四半期会計期間における世界経済は、万国博の開催等で活況を持続する中国をはじめとする新興国経済の成

長に牽引される一方で、ＥＵ諸国における金融不安はギリシャに続いてアイルランドも支援を要請する事態となりま

した。米国経済においては、消費の回復傾向やＧＭの再上場等、明るいニュースもあるなかで、雇用環境は依然とし

て厳しく、先行きの見通しは不透明な状況となってまいりました。 

 わが国経済も、政府の景気対策等が一巡し、需要の先食いによる反動や落ち込みが懸念され、他方では民間設備投

資や雇用に関してはあまり改善がみられないなか、デフレの進行や為替での円高傾向の定着もあり、企業の国内生産

や輸出に与える影響が大きく、先行きのわが国経済の見通しは、ますます不透明になりつつあります。 

  このような経営環境にあって当社は、主要な販売先であります造船業界をはじめ、陸上部門においてもガスタービ

ン用バルブや原子力発電プラント関連の受注に努力するとともに、修理やメンテナンス関連の部品注文の獲得にも注

力し、積極的な顧客訪問により客先ニーズの掘り起こしに努めるとともに提案型の受注活動を展開いたしました。し

かしながら、 近の円高傾向による受注環境の悪化や造船市況の低迷による影響は大きく、十分な受注を確保するこ

とはできませんでした。 

 この結果、当第２四半期会計期間における受注高は、４，２３２百万円（対前年同期比１５．２％減）と前年同期

に比べて７５７百万円下回りました。品種別では、自動調節弁１，７６４百万円、バタフライ弁１，１５５百万円、

遠隔操作装置１，３１２百万円となり、金額ベースの対前年同期比では、それぞれ１３４百万円減、３７２百万円

減、２５０百万円減でありました。 

 売上高では、修理やメンテナンス関連部品の売上も寄与し、当初の予想を上回る６，１３１百万円（対前年同期比

６．５％増）を計上しました。品種別では、自動調節弁２，１９４百万円、バタフライ弁２，１２１百万円、遠隔操

作装置１，８１４百万円となり、金額ベースの対前年同期比で、それぞれ１９７百万円増、２３５百万円増、６１百

万円減と、遠隔操作装置のみわずかに前年同期を下回る実績となりました。第２四半期累計期間末の受注残高は期首

に比べて２，４１４百万円減の１６，８５９百万円となりました。 

 利益面におきましては、経常利益で５４８百万円（対前年同期比１２．９％増）、四半期純利益では３１７百万円

（対前年同期比２０．７％増）を計上し、いずれも当初の予想を上回りました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権が予想を上回る売上を

計上したことによって増加したものの、税引前四半期純利益の計上、棚卸資産の減少、仕入債務の増加などにより営

業活動によるキャッシュ・フローが８１６百万円の収入となったこと、投資活動によるキャッシュ・フローが３７８

百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが配当金の支払等により５５百万円の支出となりましたが、第１

四半期会計期間末に比較して１，１３９百万円の増加となりました。この結果、当第２四半期会計期間末の資金残高

は２，７７９百万円（前年同四半期会計期間末は８４４百万円）でありました。 

 また、当第２四半期会計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期会計期間において営業活動の結果獲得した資金は８１６百万円（対前年同期比４１．１％減）となり

ました。 

 これは、主として売上債権が７０８百万円増加したものの、税引前四半期純利益が５５６百万円、棚卸資産の減少

が３０７百万円、仕入債務の増加が３８５百万円になったことなどによるものであります。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間において投資活動の結果獲得した資金は３７８百万円（対前年同期比１６５．２％増）であ

ります。 

 これは、主として定期預金の解約による収入１，３７０百万円と有価証券の取得による支出１，０００百万円によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は５５百万円（対前年同期比９５．６％減）となりま

した。 

 これは主に、配当金の支払によるものであります。 

  

(3）財政状態の分析 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ６８４百万円増加の２３，７８１百万円となりまし

た。 

  これは、固定資産が３３４百万円減少しましたが、売上債権が１４９百万円増加したことや、有価証券１,００

０百万円増加したこと等が主要な要因であります。その一方、負債の部では、資産除去債務３３百万円を計上し、

仕入債務が４０２百万円増加しました。 

 純資産の部では、四半期純利益による利益剰余金の増加が配当金の支払等を吸収し、結果的に２２３百万円増加

しました。 

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題    

 当第２四半期会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は、ありません。また同期間に

おいて、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

    

    (5) 研究開発活動 

 当社の研究開発は、急進する技術革新に対処しかつ各需要先のニーズに即応する製品の開発を目指して、前事業年

度中に開発室を立ち上げ、３名の開発専属担当者を中心に研究開発を行っておりますが、必要に応じて設計部門・現

場部門の要員を加えた研究開発プロジェクトチームを結成して対処しております。開発室の発足から日が浅いためま

だ目立った成果はあがっておりませんが、当事業年度に取り組む数件の主要なテーマを選定し、開発にあたっており

ます。 

  また、当第２四半期会計期間中において当社が支出した研究開発費の総額は３６百万円であります。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

  当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

  

  

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  76,164,000

計  76,164,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年11月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年１月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  19,164,000

  

 

  

19,164,000
大阪証券取引所 

（市場第二部） 

 単元株式数は 

 1,000株であ 

 ります。  

計    19,164,000  19,164,000 －  －

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成22年９月１日～ 

平成22年11月30日   
 －  19,164  －  1,150,000  －  515,871
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     ①【発行済株式】 

         

②【自己株式等】 

  

（６）【大株主の状況】

  平成22年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

宮田 彰久 兵庫県宝塚市  2,783  14.52

中北 博  兵庫県尼崎市   1,259  6.57

宮田 和子  東京都千代田区   935  4.88

中北 健一  兵庫県尼崎市   868  4.53

中北 修  兵庫県尼崎市   550  2.87

第一生命保険㈱ 東京都千代田区有楽町１丁目１３－１   450  2.35

㈱三井住友銀行  東京都千代田区丸の内１丁目１－２   432  2.26

住友信託銀行㈱  大阪市中央区北浜４丁目５－３３   400  2.09

日本生命保険相互会社  東京都千代田区丸の内１丁目６－６   400  2.09

三井住友海上火災保険㈱  東京都中央区新川２丁目２７－２   397  2.07

計 －  8,475  44.22

（７）【議決権の状況】

  平成22年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     15,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   19,085,000  19,085 － 

単元未満株式 普通株式      64,000 －         － 

発行済株式総数  19,164,000 － － 

総株主の議決権 －  19,085 － 

  平成22年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

㈱中北製作所 

大阪府大東市深野

南町１番１号 
 15,000  －  15,000  0.08

計 －  15,000  －  15,000  0.08
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部における市場相場によっております。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
６月 

平成22年 
７月 

平成22年
８月 

平成22年
９月 

平成22年
10月 

平成22年
11月 

高（円）  603  598  570  528  510  509

低（円）  556  549  515  494  476  475

３【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21

年６月１日から平成21年11月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年11月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成21年９月１日から平成

21年11月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表については、公認会計士西納 功氏ならびに公認会計士渡邉尚志氏に四半期レビューを受け、当第２四半期会計期

間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年11月

30日まで）に係る四半期財務諸表については、優成監査法人ならびに公認会計士西納 功氏による四半期レビューを

受けております。   

   

３．四半期連結財務諸表について 

 当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  

  

  

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,879,058 3,838,858

受取手形及び売掛金 9,172,075 9,022,809

有価証券 1,000,000 －

商品及び製品 632,697 634,947

仕掛品 1,222,148 1,316,192

原材料及び貯蔵品 1,443,512 1,512,712

その他 808,421 812,853

貸倒引当金 △46,340 △45,740

流動資産合計 18,111,572 17,092,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,549,166 1,549,166

その他（純額） ※1  2,377,492 ※1  2,536,360

有形固定資産合計 3,926,658 4,085,526

無形固定資産 216,994 256,856

投資その他の資産   

投資有価証券 1,094,926 1,240,002

その他 437,382 427,906

貸倒引当金 △6,352 △6,510

投資その他の資産合計 1,525,956 1,661,398

固定資産合計 5,669,609 6,003,782

資産合計 23,781,182 23,096,416

負債の部   

流動負債   

支払手形 175,647 258,354

買掛金 2,790,144 2,305,315

賞与引当金 256,000 252,000

役員賞与引当金 － 20,500

未払法人税等 439,595 236,287

その他 345,385 434,712

流動負債合計 4,006,773 3,507,170

固定負債   

長期借入金 1,870,000 1,870,000

退職給付引当金 260,390 314,643

役員退職慰労引当金 48,730 66,710

その他 63,008 29,045

固定負債合計 2,242,129 2,280,398

負債合計 6,248,902 5,787,569
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,150,000 1,150,000

資本剰余金 1,479,586 1,479,586

利益剰余金 14,944,920 14,664,444

自己株式 △7,443 △7,338

株主資本合計 17,567,063 17,286,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,783 22,154

評価・換算差額等合計 △34,783 22,154

純資産合計 17,532,279 17,308,847

負債純資産合計 23,781,182 23,096,416

2011/01/14 9:28:3710697046_第２四半期報告書_20110114092808

- 13 -



（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 12,215,997 11,260,675

売上原価 10,089,453 9,342,720

売上総利益 2,126,544 1,917,955

販売費及び一般管理費 ※1  926,113 ※1  910,678

営業利益 1,200,430 1,007,276

営業外収益   

受取利息及び配当金 29,188 32,063

不動産賃貸料 32,647 34,285

為替差益 － 4,212

雑収入 11,004 8,656

営業外収益合計 72,840 79,218

営業外費用   

支払利息 15,581 10,509

たな卸資産処分損 － 20,296

為替差損 4,528 －

雑損失 14,454 47

営業外費用合計 34,564 30,854

経常利益 1,238,706 1,055,640

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,108 －

特別利益合計 12,108 －

特別損失   

投資有価証券評価損 31,582 53,591

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,591

特別損失合計 31,582 60,182

税引前四半期純利益 1,219,231 995,457

法人税等 518,005 427,748

四半期純利益 701,226 567,709
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 5,759,601 6,131,463

売上原価 4,835,380 5,117,445

売上総利益 924,220 1,014,017

販売費及び一般管理費 ※1  453,264 ※1  479,145

営業利益 470,956 534,872

営業外収益   

受取利息及び配当金 10,560 11,562

不動産賃貸料 16,323 17,103

為替差益 － 4,586

雑収入 8,653 5,898

営業外収益合計 35,537 39,151

営業外費用   

支払利息 6,870 5,220

たな卸資産処分損 － 20,296

為替差損 2,713 －

雑損失 10,920 31

営業外費用合計 20,504 25,548

経常利益 485,989 548,475

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 11,172

貸倒引当金戻入額 2,860 －

特別利益合計 2,860 11,172

特別損失   

投資有価証券評価損 31,582 －

貸倒引当金繰入額 － 3,108

特別損失合計 31,582 3,108

税引前四半期純利益 457,266 556,540

法人税等 194,275 239,165

四半期純利益 262,991 317,375
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,219,231 995,457

減価償却費 235,478 240,976

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,591

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,108 442

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,000 4,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19,100 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57,939 △54,252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,270 △17,980

受取利息及び受取配当金 △29,188 △32,063

支払利息 15,581 10,509

有形固定資産除却損 7,891 47

投資有価証券評価損益（△は益） 31,582 53,591

売上債権の増減額（△は増加） 2,074,147 △149,265

たな卸資産の増減額（△は増加） 535,650 165,495

前渡金の増減額（△は増加） 6,000 6,000

仕入債務の増減額（△は減少） △983,646 402,121

その他 △12,636 △103,292

小計 2,983,876 1,528,378

利息及び配当金の受取額 28,933 31,847

利息の支払額 △14,290 △9,966

法人税等の支払額 △785,626 △224,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,212,893 1,325,819

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 712,000 870,000

投資有価証券の取得による支出 △300 △4,300

有価証券の取得による支出 △498,013 △1,000,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △225,342 △22,807

その他 49,034 29,586

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,378 △127,520

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △2,000,000 －

配当金の支払額 △287,291 △287,993

自己株式の取得による支出 － △104

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,287,291 △288,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,020 910,199

現金及び現金同等物の期首残高 881,413 1,868,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  844,392 ※1  2,779,058
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更  資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、営業利益及び経常利益は2,547千円、税引前四半期純利益は 

9,139千円減少しております。   

  

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

１．棚卸資産の評価方法  当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、

前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものに

ついてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。  

２．固定資産の減価償却費の算定方法  事業年度に係る減価償却費の額を按分して算定する方法によっておりま

す。  

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、

前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。  
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末 
（平成22年11月30日） 

前事業年度末 
（平成22年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 千円3,306,529

２ 受取手形裏書譲渡高 千円94,005

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 千円3,102,848

２ 受取手形裏書譲渡高 千円123,034

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。  

運賃荷造費 千円237,181

給料手当  255,466

賞与引当金繰入額  75,000

役員賞与引当金繰入額  19,100

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。  

運賃荷造費 千円214,759

給料手当  281,368

賞与引当金繰入額  69,000

研究開発費  47,646

前第２四半期会計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。  

運賃荷造費 千円110,204

給料手当  128,421

賞与引当金繰入額  34,398

役員賞与引当金繰入額   9,550

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。  

運賃荷造費 千円113,449

給料手当  135,712

賞与引当金繰入額  37,600

研究開発費   36,466

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

   照表に掲記されている科目の金額との関係     

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

   照表に掲記されている科目の金額との関係     

（平成21年11月30日現在） （平成22年11月30日現在）

  

現金及び預金勘定 千円1,644,392

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△800,000

有価証券勘定に含まれる現金同等物 ―

現金及び現金同等物 千円844,392

現金及び預金勘定 千円3,879,058

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△1,100,000

有価証券勘定に含まれる現金同等物 ―

現金及び現金同等物 千円2,779,058
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   当第２四半期会計期間末（平成22年11月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年 

   11月30日） 

   １．発行済株式の種類及び総数 

   ２．自己株式の種類及び株式数 

   ３．新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

   ４．配当に関する事項 

    (1）配当金支払額 

    (2）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後と 

      なるもの 

       ５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

    当第２四半期会計期間末（平成22年11月30日） 

    有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動

   が認められます。 

   (注） 金融商品の時価の算定方法 

     有価証券の時価の算定方法 

       時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引所の価格又は取引金融機関からの提示

      された価格によっております。なお、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額によっておりま

      す。 

（株主資本等関係）

  普通株式  19,164,000株 

  普通株式  15,263株 

 決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年８月27日 

定時株主総会 
普通株式 287,233 15.0  平成22年５月31日  平成22年８月30日 利益剰余金 

 決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年１月11日 

取締役会 
普通株式 191,487 10.0  平成22年11月30日  平成23年２月４日 利益剰余金 

（金融商品関係）

科目 
四半期貸借対照表
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

(1）有価証券 1,000,000 1,000,000 ― 
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    当第２四半期会計期間末（平成22年11月30日） 

     その他有価証券で時価のあるものが、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度

    の末日に比べて著しい変動が認められます。 

（注）上記株式の取得原価は、減損処理を行った後の金額であり、その減損処理額は53,591千円であります。 

  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30

～50%未満下落した状態が２期以上継続した場合には、回復可能性等を検討し、回復可能性が乏しいと判断されたとき

は、減損処理を行っております。 

  

 記載すべき事項はありません。 

 

  

 該当事項はありません。 

 

  

    該当事項はありません。 

  

        該当事項はありません。 

  

        資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありませ 

   ん。 

  

当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。
  

   （追加情報）  

    第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年 

   ３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

   20年３月21日）を適用しております。 

  

        該当事項はありません。  

（有価証券関係）

  取得原価（千円）
四半期貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

(1)株式 962,940  904,292  58,647  

(2)その他           1,000,000          1,000,000         ―  

合計          1,962,940          1,904,292 58,647  

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

 

  

 リース取引開始日が平成20年５月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、前事業年度の末日に比べて著しい変動は、認められま

せん。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成22年11月30日） 

前事業年度末 
（平成22年５月31日） 

１株当たり純資産額 915.58円 １株当たり純資産額 903.91円

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 36.62円 １株当たり四半期純利益金額 29.65円

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

きましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

きましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

  
前第２四半期累計期間

（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  701,226  567,709

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式に係る四半期純利益（千円）  701,226  567,709

期中平均株式数（千株）  19,149  19,148

前第２四半期会計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 13.73円 １株当たり四半期純利益金額 16.57円

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

きましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

きましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

  
前第２四半期会計期間

（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期会計期間
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  262,991  317,375

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式に係る四半期純利益（千円）  262,991  317,375

期中平均株式数（千株）  19,149  19,148

（重要な後発事象）

（リース取引関係）
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   平成23年１月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  (イ）中間配当による配当金の総額……………………191,487千円 

  (ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭 

  (ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年２月４日 

   （注）平成22年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年１月９日

株式会社中北製作所 

取締役会 御中 

  公認会計士 西納功事務所 

      公認会計士 西納  功  印 

  公認会計士 渡邉尚志事務所 

      公認会計士 渡邉 尚志  印 

          

 私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中北製作所

の平成21年６月１日から平成22年５月31日までの第84期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21年

11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四

半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四

半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中北製作所の平成21年11月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四

 半期報告書提出会社）が別途保管しております。 

           ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年１月12日

株式会社中北製作所 

取締役会 御中 

  

  優成監査法人 

  

   

 指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  加藤 善孝    印 

  

   

 指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  本間 洋一    印 

  公認会計士 西納功事務所 

       公認会計士 西納  功    印 

 当監査法人並びに私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社中北製作所の平成22年６月１日から平成23年５月31日までの第85期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年９月１日

から平成22年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人並びに私の責任は独立の立場から四半期財務諸表に

対する結論を表明することにある。 

 当監査法人並びに私は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人並びに私が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中北製作所の平成22年11月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状

況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員並びに私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四

 半期報告書提出会社）が別途保管しております。 

           ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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